
 

八重瀬町商工会 会報誌 2021 年 秋号 
八重瀬町字具志頭１番地 TEL：998-4334 FAX：998-6743           

    会員数：521人 

    組織率：70.8％ 令和 3年 10月現在  521人/735人（商工業者数）  

 

 

 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第 2 回理事会(書面議決） 

日 時 令和３年 7 月 23 日（金）  

場 所 八重瀬町中央公民館具志頭分館 会議室 

議 案 

第１号議案 講師謝礼金等支給規程の一部改正について  

第２号議案 経営発達支援計画の一部変更について        

第３号議案 新規加入会員の承認について 

 

 

 

★ 地元産品及び地元企業優先使用について要請しました ★ 

県産品奨励月間がスタートした 7 月 1 日に合わせ、正副会長は

八重瀬町並びに町議会を訪問しました。 

緊急事態宣言の延長が繰り返され外出自粛等により社会活動、 

経済活動は停滞を余儀なくされており、今後も予断を許さない 

状況が続いているところでもあり、町で使用する物品等につい 

ては地元産品を優先使用し、公共工事には地元企業を優先する 

と同時に町民にも地元産品優先使用の意識の高揚を図っていた 

だくよう要請しました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

令和 3年 10月発行 

 

新役員（敬称略） 

会 長 仲座 哲男（（有）仲座建設） 

副会長 與座  永彦 （(有)みどり食品） 

    宮城  靖一 （(有)大宮工機） 

理 事 田前 義徳（スタジオ T.tutti） 

仲座 政敬（（有）アシスト沖縄） 

    福満 裕子（たまん企画） 

    糸満 盛希（（有）糸工房） 

    神谷 雅樹（神谷酒造所） 

   渡口  慎也 （やえせ司法書士事務所） 

     渡慶次睦子 （(有)みどり食品）  

        牧 野  誠  （伴走舎）   

理 事  島 袋 恵（グレイスミュージックスクール） 

        諸見里  真 （(有)大眞建設） 

比屋根方幸 （(株)ホームショップみなみ） 

     金城  哲男 （（福）ときわ苑） 

    新城  安時 （（株）盛設計） 

宮本  康仁 （コテージ民宿 海ぬ風） 

   岩渕  裕子 （沖縄ガールズスクエア） 

上 原   渉 （やえせ司法書士事務所） 

金城  玄徳 （ウォーターショップ Dr.T&W） 

監 事  屋富祖栄一 (屋富祖栄一税理士事務所） 

     伊福 正和（（有）福正） 

 青年部役員 

部 長 上 原   渉 （やえせ司法書士事務所） 

副会長 金城  玄徳 （ウォーターショップ Dr.T&W） 

    名嘉山 兼史（整体院オブリガード） 

女性部役員 

部 長 渡慶次 睦子 （(有)みどり食品）  

副会長 島 袋 恵（グレイスミュージックスクール） 

名嘉眞みどり（ナカマ工房） 

建設工業部役員 

部 長 宮城  靖一 （(有)大宮工機） 

副会長 平良 秀晃（㈲平良建設） 

    本部 憲治（㈱三大土木産業） 

     

商業サービス部役員 

部 長 宮本 康仁（コテージ民宿 海ぬ風） 

副会長 新垣 明子（パンとケーキの店 デゼレト） 

神谷 雅樹（神谷酒造所） 

令和 3年度役員紹介 

與座副会長             仲座会長    宮城副会長 

 

商業・サービス部会 
 
R4 年 2 月に第 1 回目となる「やえせまち

ゼミ」を本部会主催で開催致します。 

自社の商品サービスの見直しや自分で宣伝

していく意識づくりのキッカケとし一番の

目的である「儲けること」に繋げていく内容

です。 

参加募集は締切りましたが、まだ若干空きが

ありますので、興味のある方は本会までお問

い合わせください。 

 

 

第３回理事会 

日 時 令和３年 10 月４日（月） 

場 所 八重瀬町中央公民館具志頭分館 会議室 

議 案 

第１号議案 新規加入会員の承認について 

第２号議案 地域振興事業「クリーンアップ＆ウォー

キング」について 

第３号議案 町キャッシュレス推進事業について 

 

 

 

 

🚙カラベジキッチンカーの運営者が決まりました🚙 

令和３年度の運営者は沖縄食鶏加工（八重瀬町字後原 569-8） 

さんに決まりました。 

これまで同社の主力商品である沖縄県産の山原若鶏と"カラベジ" 

をコラボしたメニューのテストマーケティングを行ってきました 

が、晴れて 8月より本格稼働を開始しました。 

「ベジチキミンチ」と称したカラベジと鶏ひき肉を混ぜ合わせた 

特性ミンチを使用したタコライス、キーマカレー、山原若鶏の 

ローストチキンなどを販売しています。週末は南の駅やえせにて 

出店中ですのでぜひご賞味ください！     

 

 



 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

☆新規会員紹介☆ 

事 業 所 名 代表者名 業種・事業内容 住 所 

酒処 とぅ～たん屋 饒平名 直美 居酒屋 字東風平 28 

知念設備 知念 一明 水道・土木工事 字東風平 312-9 

ミッキークリーニング   

東風平店 
知念 悦子 クリーニング・宅急便 字伊覇 128-3 

新貴電工 新垣 貴史 電気工事業 
字新城 1415-1 シャトー

グリーンテラス 102 

スナック サーフ 徳元 エミ子 スナック 字具志頭 1401-3 

azuペイント 佐久田 祐太 塗装業 字新城 1006 

よぎ食堂 與儀 洋子 食堂 字具志頭 1647-4 

おさかな ぐしけん 具志堅 隆 さしみ、てんぷら小売業 字港川 303 

一般社団法人 

えほんチャームタッチ協会 
山川 正子 

カウンセリング、カウンセラー

養成 
字港川 377-1 

株式会社ミヤギパッケージ 宮城 祥吏 製造業 字屋宜原 176-1 

LIFE STYE WORKS 友田 雅俊 家具、衣服、雑貨小売業 字港川 128-2F 

栄保開発 玉城 盛栄 給排水、施工管理業 字友寄 41-1泰原荘 201 

宇座美容室 前西 さくら 美容業 字長毛 362-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 重 瀬 町 商 工 会 

支援事例の紹介 

事業所名： 陶冶処 風庵 

代表： 金城 男 

住所：八重瀬町字友寄 108  

業種：飲食・小売業 

ホームページ：https://www.artspace-jo.jp/ 

相談内容（担当：宇根） 

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、県外や海外からの予約キャンセルが相次ぐ。緊急事態宣

言後も年配の方が多い昔ながらの集落で営業しており近隣に配慮し営業再開は未定な状況が続いて

いることから新たな売上確保の取組みとして、代表が惚れ込んで店舗で使用している陶芸家の焼物

の販売や魅力を発信するためにホームページと ECサイトの構築を進めていきたいと相談があった。 

支援内容 

自社の現状と新たに取り組む内容を整理し、小規模事業者持続化補助金の作成支援を実施。採択後

はホームページと ECサイトの構築のスケジュール管理や実績報告書の提出支援を行いました。 

支援メニュー 

★小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）右記の⑥ 

※現在は低感染リスク型ビジネス枠に名称変更 

 

IEシリーズ 茶碗 

 

 

新型コロナ関連の国・県・町の各種支援策のご案内 

---商工会にて申請手続きの相談及び申請サポートを行っています‼--- 

 

【幅広い用途に使える返済不要の資金が必要】 

① 月次支援金（国） 

2021年４月以降、緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月のうち、月間売上が 2019年又は 2020年

の同じ月と比較して 50％以上減少した事業者が対象です。月ごとに申請できますので各月の売上額を今一度ご確

認下さい！ 

■給付上限額 個人 10万円/月、法人 20万円/月 

■申請受付期間 8月分：9/1～10/31、9月分：10/1～11/30 

②観光関連事業者等応援プロジェクト（沖縄県） 

国の月次支援金を受給した法人、個人事業者等に対し一月分の支援金を支給します。 

■給付上限額 個人 10万円 法人 30万円 ■申請締切 2021/10/31（日） 

③酒類販売事業者支援金（沖縄県） 

国の月次支援金を受給した県内の法人、個人事業者等の酒類販売事業者に対し、最大４か月分を給付します。 

■給付上限額 個人 30万円/月  法人 60万円/月 

 ②と③は①に上乗せして支給されます 

【雇用を維持したいが休業手当の支払いが難しい】 

④雇用調整助成金の特例措置（国） 

従業員に支給した休業手当等に対し最大１人あたり 1万 5千円/日を助成 

⑤雇用継続助成金（沖縄県） 

国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業主を対象に上乗せ助成します。 

⑤は④に上乗せして助成されます 

【ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービスに取り組みたい】 

⑥小規模事業者持続化補助金 

コロナ対策として顧客や従業員等との接触機会を今よりも減らすため新たなビズネスやサービス、生産プロセス

の導入に取り組む小規模事業者（商業サービス業 5人以下、その他 20人以下）と要件を満たす特定非営利活動法

人が対象です 

■補助上限額 100万円（補助率 3/4） 

■申請締切  第 4回受付：11/10（水） 第 5回受付：2022/1/12（水） 

         第 6回受付：2022/3/9（水） 

■取組事例 

 ・キッチンカー導入による地元食材を使ったカレーのテイクアウト販売 

・地場野菜・銘菓が買える看板型自動販売機による非対面販売事業 

・非対面型セルフチェックインシステム導入による旅館業の低感染経営 

・新規事業としてのオンライン美容カウンセリングの webシステム導入 

・無観客イベントが可能なオンライン配信サイト構築 

・カフェテーブル席の個室化のための店舗改装 

・店内商品をネットで販売するための ECサイト構築 

・自動見積りシステムと職人マッチングアプリによるオンライン受発注管理 

・オンライン英会話レッスン講座新設のための webサイト構築 

 

 

国の支援策 

 

沖縄県支援策 

 

8/24（火）八重瀬町が主催する 

出張献血への協力を、絆感謝運動 

の一環として青年部員へ呼び掛け 

て実施しました。 

今回は日本赤十字センターと周知 

の連携を行い、ラジオでも協力機 

関として本会青年部が紹介されました。 

来年も出張献血が予定されており継続した協力を行います。 

 

 

 


